
スワイプ操作が快適なフルフラットデザイン
IPSパネル採用、アンチグレア仕様のマルチタッチモニター

ベゼル部に段差のないフルフラットデザインを採用。指先でも画面の隅

までしっかりとタッチできます。

タッチドライバは、Windows 10、8.1、7、XPに対応しています。

■ フルフラットデザイン

チルト角を無段階に調整可能。オフィスワークやマルチタッチ操作など、

使い方にあった作業しやすい画面位置にスムーズに変更できます。

■ タッチしやすいスタンド機構
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■寸法図（単位：mm）

■仕様

●オープン価格※1
58cm（23.0）型タッチパネル装着カラー液晶モニター

※OSによって、一部タッチ操作の制限があります。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、
製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用の前に

必ず「取扱説明書」をお読みください。

お問合せ、ご用命は

■Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 ■Mac OSは、米国
Apple Inc.の登録商標です。 ■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。 ■その他の会社名及び商品名は各社
の商標または登録商標です。 ■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルである
ことをご確認ください。 ■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物と
は多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常
時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。 ■画面はハメコミ
合成です。

３年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。

●オープン価格※1

バックライトに高エネルギー効率のLEDを採用。旧来用いられてきたCCFL（蛍光管）

と異なり有害物質の水銀を含有していないため、製品廃棄時の環境負荷も軽減され

ます。

■ 低電力LED

EcoView Optimizer 2機能を搭載。表示映像をリアルタイムに解析し、見た目の印象

が変わらないように補正しながらバックライトの輝度を可能な限り抑制します。また、

パワーセーブ機能の利用で、非使用時の確実な節電が可能行えます。

■ つねに節電

■ 各種環境規格に適合

■VESA 100×100 mmのフリーマウント穴を装備
■盗難防止用セキュリティロック取付穴を装備
■オプション品の専用タッチペンホルダー取付穴を装備
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※1  オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 インターレース表示には対応しておりません。 ※3 AV機器との接続
はサポートしておりません。 ※4  Auto FineContrastは、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）のインストール
が必要です。Mac OS、一部のビデオカードでは使用できない場合があります。  ※5  取得状況については、EIZO Webサイトにて
ご確認ください。 ※6 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http: //www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product /label /jmoss/をご覧ください。  ※7 DDC/CIに対応した環境（ビ
デオカード、ドライバ）が必要です。またお使いのPCのビデオカード、ドライバによっては、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）と
互換性がない場合があります。詳細は当社サイト互換性情報でご確認ください。
※8 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト 

http://www.pc3r.jp/をご覧下さい。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格
付けしたものです。★☆☆は達成率35％未満、★★☆は35％以上70％未満、★★★は70％以上を示します。

型番 T2381W－BK／T2381W－GY
58 cm（23.0）型

IPS（アンチグレア）
水平178 ／゚垂直178゜
260 cd/m2

1000：1
16 ms

1920 × 1080
509.184 × 286.416 mm
0.2652 × 0.2652 mm
約1677万色：8 bit対応
148.5 MHz／148.5 MHz

DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（ともにHDCP対応※3）
31～81 kHz／55～76 Hz

D-Sub 15ピン（ミニ）×1

USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2
セパレート
VESA DDC 2B、VESA DisplayPort
15°～70°
－

100×100 mm

AC100-120V／AC200-240V±10%、50／60 Hz
56 W／17 Ｗ（標準値）

556.7 × 143.9 ～ 360.7 × 89～401.3 mm
556.7 × 339.2 × 54 mm

約6.6 kg（モニター部：約6.0 kg）
－
－

DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15（ミニ）～D-Sub 15（ミニ）×1

－

デジタル／アナログ
デジタル：水平／垂直 ※2

液晶パネル
（カラーTFT）

種類（表面グレア仕様）
視野角（コントラスト比10：1時、標準値）
最大輝度（標準値）
コントラスト比（標準値）
応答速度：黒→白→黒（標準値）

6 ms応答速度：中間階調域（標準値）

投影型静電容量方式
USB シリアル転送
5 H
Windows 10／8.1／7（64-bit、32-bit）、XP（32-bit）

タッチ
パネル部

タッチパネル方式

ブラック／セレーングレイ

通信方式
表面硬度
対応OS

推奨最大解像度
標準表示面積（横×縦）
画素ピッチ
最大表示色

サイズ

ドットクロック

デジタル映像入力
アナログ映像入力

ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1サウンド入力
ヘッドホン端子×1サウンド出力

入出力端子

チルト
昇降／縦回転／スウィーベル

最大／標準
0.5 W以下（USB非接続時）／0.5 W以下節電時／待機時

スタンド
機構

USB機能／USBハブ
同期信号
プラグ＆プレイ

フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）
－フリーマウント対応モデル

1 W + 1 Wスピーカー
電源
消費電力

標準使用時 本体（スタンド部含む）
モニター部

外観寸法

その他
主な付属品

質量
622 × 449 × 180 mm梱包寸法（幅×高さ×奥行）

モニターケーブル

調光機能（輝度ドリフト補正、輝度自動制御）
デジタルユニフォミティ補正回路
Auto EcoView機能

有（User1、User2、sRGB、Paper、Movie）FineContrast機能 
有Auto FineContrast機能 ※4
5～35 ℃／20～80 %動作環境条件 温度／湿度（R.H.、結露なきこと）

各種エルゴノミクス・安全規格

アナログ：水平／垂直 ※2
走査周波数

CB、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、
VCCI-B、CCC  ※5、C-tick※5、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、
グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル
（★★☆ V12）※8

2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、
クリーニングクロス、ユーティリティディスク（取扱説明書、タッチパネル
ドライバ、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI） ※7 を含む）、
保証書付セットアップガイド
お買い上げの日から3年間保証期間

31～68 kHz／59～61 Hz（VGA Text時：69～71 Hz）

※最新の適合状況は、
　EIZO Webサイトにてご確認ください。

（幅×高さ×奥行）

5点
マルチタッチ

3系統入力
＋

USBハブ

IPS
アンチグレア

投影型
静電容量

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

0570-200-557

www.eizo.co.jp製品に関する情報はEIZO Webサイトで

製品に関するお問合せは 受付時間　月～金 9:30～17:30（祝日、当社休業日を除く）



マルチタッチによる拡大/縮小、回転などの操作が行えます。画面に軽く

触れるだけで反応するため、フリックやドラッグ操作も快適です。

■ 多彩なタッチ操作

厳しい品質管理に裏打ちされた長期3年間

保証を行っています。仮に故障やトラブルが

発生した場合でも、ご購入から3年間、修理

に関する費用は無償です。修理品の引取りか

ら修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサー

ビス」をご提供しており、保証期間内であれば引取り料金も無償です。

また、日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外

を問わず修理期間中は、貸出機を無償でお貸出しいたします。

■ ローメンテナンス

■オプション

■アスペクト比固定モード搭載（フル／拡大／ノーマル）

■10bit-LUTによる滑らかな階調表現

■ブラック／セレーングレイのカラーバリエーションを用意

■側面ボタン部のキーロックが可能

■モニターコントロールユーティリティ ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）対応

■画面分割ソフトウェア EIZO ScreenSlicer対応

■HDコンテンツを表示した場合

19型モニター（1280×1024）
天地に帯が入り画像がぼける

T2381W（1920×1080）
画面いっぱいにドットバイドットで美しく表示

液晶面は、光の反射や映り込みが目立ちにくいアンチグレア仕様です。

画面の見えにくさによるストレスに加え、視線の頻繁な移動や、目の筋肉

の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。

■ 映り込みが目立ちにくい
見る位置や角度による色合

いやコントラストの変化が

少ない、広視野角な I P S

パネルを採用。画面の隅々

まで鮮明で安定した色調

を再現します。

■ 広視野角

紙に似た風合いに調整できる表示モード「Paperモード」を用意。Paper

モードを使用しながら、目が疲れにくい明るさまで画面輝度を抑制するこ

とで、画面から発せられるブルーライトの大幅カットも可能です。

■ 目が疲れにくい柔らかな表示

オーバードライブ回路を搭載し、動画表示で重要な中間階調域の

応答速度を高速化。残像感を大幅に低減させるとともに、動きの

速いシーンにおける白とびや黒つぶれを抑え、明るく、くっきりと

した立体感豊かな動画映像を再現します。

■ 動画をクリアに表示

1080pの映像を大画面にドットバイドットで表示できます。PC画面

では、一度に多くの情報を参照できるため、頻繁なウィンドウの切

替えやスクロールの手間が省け、作業効率が大幅に向上します。

■ フルHD解像度

着脱の容易なモニター部側面に搭載。

お手持ちのヘッドホンにて、周囲を気にすることなく

音声を聞くことができます。

■ 豊富な入出力端子

オーバードライブなし

視野角が
狭いパネル

オーバードライブあり

「EyeCare調光方式」によって、LED光源を低輝度に調整した際の画面の

ちらつきを抑制。人の目で感知できないちらつきを抑制することで、ユーザ

ーが気づかないうちに受けていた目への刺激の緩和が期待できます。

■ フリッカーフリー

ペン先に伝導性ゴムを装着。滑らかな書き心地と

レスポンスの良いタッチ反応で、快適な手書き入

力が行えます。

タッチ面は傷がつきにくい硬度5Hの

ガラス構造です。他の一般的なタッチ

方式のモニターと比較して、紫外線に

よる劣化やタッチ可動部の物理的な

故障も少なく、長期間安心して使用で

きます。

タッチパネル装着カラー液晶モニター用ポインター（収納ホルダー付）
TP5

ヘッドホン端子

モニター部背面に1W＋1Wのステレオスピーカーを

搭載。音声ニーズに対応します。 音声入力端子

USB機器を2系接続できます。 USBハブ（down×2）

タッチパネル通信（USBシリアル転送方式）に

使用します。 USBポート（up×1）

アナログ映像信号専用。入力信号を識別して

適切な表示に自動調整を行うセルフアジャスト

機能を搭載。調整不備による目障りな画面の

ちらつきやズレの発生を抑えます。

D-Sub 15ピン（ミニ）コネクタ

著作権保護技術のHDCPに対応。HDCP対応

のPCと接続することで、地上デジタル放送や

ブルーレイなど著作権保護されたコンテンツ

の表示が行えます。

DVI-D 24ピンコネクタ

1本のケーブルでデジタル映像と音声を

伝送できます。ワンタッチで着脱できるため、

DisplayPor tを搭載したノートPCの外付け

モニターなどへの活用が容易です。

DisplayPortコネクタ

視野角が
広いパネル

拡大／縮小 回転

Pinch-out/in Spin

・  マルチタッチ操作は、Windows 10、8、7のみで可能です。マルチタッチにはマルチタッチに対応したソフトウェアが必要です。
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